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「せぼね外来」と「骨粗しょう症外来」のご紹介
　当院には、脊椎疾患に特化した「せぼね外来」と骨がもろくなる骨粗しょう症の診療に特化した
「骨粗しょう症外来」があります。今回はそれぞれの疾患や治療法などご紹介します。

脊椎外科部長
　密川　守

担当医師

　「首が痛い」、「腰痛が困る」、「手足のしびれや痛み」、「長く歩けない」など
首から腰までの脊椎が原因で起こる症状を治療いたします。
　対象疾患は、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、靭帯骨化症、さらに高齢化に
伴い急増している骨粗しょう症による脊椎圧迫骨折、等になります。

「せぼね外来」の対象疾患

上の症例図のように術前（左図）の狭い脊柱管（神経の入っている骨のトンネル）が、
術後は拡大されています（右図）

頚椎後縦靭帯骨化症に対する椎弓形成術施行症例

　痛みやしびれなどの症状の把握、さらにレントゲンやMRIなどの各種画像検査を行い診断いたします。症
状と診断結果から、まずは保存的治療としてお薬での治療を開始し、症状に合わせて各種神経ブロック療法
を併用することで、できるだけ早期に痛みが軽減するように努力いたします。
　保存的治療にて効果が得られない場合や神経麻痺症状が強い場合は手術を行いますが、その場合は、
脊椎外科専門医が一人一人の患者様の症状あった治療を提供するように心掛けています。

「せぼね外来」の治療内容

　各自の病状に合わせて頚椎前方および後方からの手術を行います。入院の目安は、術後2～3日で歩行
開始し、2～3週で退院、もしくはリハビリ目的の転院となります。

頚椎疾患について（頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症、頚椎後縦靭帯骨化症等）

　腰椎椎間板ヘルニアとは、腰の椎間板から髄核（椎間板の中心部にある弾力性が高い部分）が飛び出し（ヘ
ルニア）、神経を圧迫することで足の痛みやしびれ、腰の痛みが起こる病気です。重症化すると排尿障害や足
にまひが起こることもあります。

　これまでの治療法は、①飲み薬や神経ブロック注射による保存療
法、②手術療法です。
　手術療法では、手術用顕微鏡を用いて、手術部を拡大しながら神
経への負担を可能な限り減らすことで、脱出したヘルニアや難渋す
るタイプのヘルニアに対しても安全性と確実性を確保いたします。
ヘルニアの大きさや部位といった患者様一人一人の病態を検討し、
術後1～2日目で歩行、術後1週間で退院が目安となっております。

腰椎疾患について（腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症等）

　2018年5月に保険適用となったヘルニコア注入療法は、局所麻酔による1回の注射で高い治療効果が期待
できる患者様に負担の少ない治療方法です。ヘルニコアの有効成分コンドリアーゼが、髄核の保水成分（プ
ロテオグリカン）を分解して、飛び出した髄核を縮小させて神経への圧迫を軽減します。
　治療は、局所麻酔で行われ、30分程度で終了します。日帰りまた
は1泊2日の入院で済み、1ヶ月程度、時間をかけてゆっくりと症状
が改善していきます。
　この方法は、現在のところ腰椎椎間板ヘルニア治療に十分な経
験を持つ医師に限定されています。
　当院では、日本脊椎脊髄病学会指導医である密川が積極的に行
い、福岡地区で症例数の多い施設の一つになっています。

ヘルニコア注入療法

　腰部脊柱管狭窄症では、各自の病態に合わせて、骨を削る椎弓
切除から専用の器具を用いた固定術まで幅広く対応し、術後2～3
日で歩行開始し、術後2週間での退院が目安となっております。
　術後の痛みについては、当院麻酔科と共同で、脊椎術後疼痛管
理プロトコール※を作成し、できる限り術後の痛みを軽減するよう
に努力しており、満足いく結果が得られています。

腰部脊柱管狭窄症の治療法

高倍率顕微鏡を用いた手術整形外科
濵　紳悟　医師

※プロトコール：治療実施計画

脊椎外科・整形外科特集
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　高齢化に伴い激増している骨粗しょう症による脊椎圧迫骨折に対しては、体に優しいとされる経皮的バ
ルーン椎体形成術（BKP手術）を取りいれ、可能な限り早期に日常生活に戻れるようにお手伝いさせていた
だきます。

　この手術は専門のトレーニングを受けた日本脊椎脊髄病学会の指導医しか行えず、当院では密川がライセ
ンスを取得し積極的に治療しており、福岡県において最も手術している医師の一人です。
　また、密川はBKP手術方法を教えるインストラクターの資格も有しており、多くの脊椎外科医にBKP手術を
指導し、一人でも多くの患者様が笑顔になれるよう活動しています。

外来のご案内

ご予約優先となりますので、事前の電話予約をお願いいたします。
092－681－3115（病院代表）

脊椎圧迫骨折の治療法
　従来整形外科にて、骨粗しょう症の予防や治療を行ってま
いりましたが、より「骨粗しょう症」の診療に特化した専門外
来を週に１回行うこととなりました。
　定期的にX線骨密度検査のDXA法による骨密度の測定や
血液検査をおこない、骨粗しょう症治療の効果の判定などを
行います。かかりつけクリニックとも連携をとり、患者様に
とって継続しやすい骨粗しょう症治療を目指します。
　骨の状態が心配な方、ちょっとしたことで骨折をしたこと
がある方は、一度ご相談ください。

　どのような方に検査をおススメするか…
○65歳以上の女性、また危険因子（喫煙、飲酒、骨折の家族歴）を有する
65歳未満の閉経後から閉経周辺期の女性
○これまでに転倒などの、軽い衝撃により骨折を起こしたことのある方
（圧迫骨折など）

「骨粗しょう症外来」

　脊椎圧迫骨折は、コルセットでの保存的治療で疼痛が改善する場合も多いのですが、いつまでも疼痛が改
善せず、日常生活に支障がでる患者様も多くおられます。
　圧迫骨折後の痛みが改善されない場合に、全身麻酔下で背中に約1cmの傷を2か所開けて医療用セメント
を注入する方法があります。
　この方法はバルーン（風船）を用いて圧迫骨折した椎体（背中の骨）を整復し、そこに医療用セメントを注入
する最新の治療です（BKP手術：バルーンカイフォプラスティ手術）。手術時間は20分程度で、手術直後から疼
痛は軽減し、翌日からは積極的にリハビリを行い、術後1週間での退院が目安となっております。

骨セメントによる経皮的バルーン椎体形成術（BKP手術）

せぼね外来（予約優先）

※第5週の土曜日は休診です。

月 火 水 木 金 土

午前

午後 密 川 密 川 密 川

密 川

骨粗しょう症外来（予約優先）

月 火 水 木 金 土

午前

午後

密 川
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整形外科

月 火 水 木 金 土

午前

午後 神 﨑 石 黒

濵 濵緒 方石 黒 神 﨑 緒 方

田 浦

かつだ内科・循環器内科クリニック内科・循環器内科（心臓・血管）

院長　勝田  洋輔

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 12:30
午後 14:00 ～ 18:00

月　火　水　木　金　土　日
○　○　★　○　○　★
○　○　　　○　○

休診日：水曜午後、土曜午後、日曜、祝日

　初めまして。福岡市東区青葉で「かつだ内科・循環器内科クリニック」を開院いたしまし
た。当クリニックは、土井のミスターマックスさんが入っているモール内にございます。
　診療は一般の風邪などの「一般内科」の病気の他に、心臓や血管の病気をみる「循環器
内科」や、これらの病気の原因になる生活習慣病（高血圧・糖尿病・高コレステロール血症
など）を中心にしています。循環器系の病気・生活習慣病・検診で異常を指摘された方や、
胸の痛み、動悸、息切れや足のむくみ、歩く時の足の筋肉痛などの症状がある方はお気軽
にご相談ください。また今後、「包括的心臓リハビリテーション」という循環器病の再発予
防プログラムを開始する予定です。今後ともよろしくお願いいたします。

秋吉整形外科整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

診療のご案内
診　療　時　間

午前 9:00～ 12:00
午後 14:00 ～ 18:00

月　火　水　木　金　土　日
○　○　○　○　○　○
○　○　　　○　○

休診日：水曜午後、土曜午後・日曜・祝日

　この度2021年5月15日に「秋吉整形外科」を開院致しました。これまで久留米大学とそ
の関連病院にて外傷・手外科を中心に修練を積んできました。当院の特徴といたしまして
は、腰痛・関節痛等の変性疾患、手肘疾患・外傷に対する日帰りでの手術、骨粗鬆症や関
節リウマチへの積極的アプローチ、理学・作業・物理療法を併用したリハビリテーションに
特に力を入れております。
　また、私は福岡市で働く事自体が初めてであるため、地域に密着するのはもちろんのこ
と、自身の専門分野を初めとし、少しでも皆様に還元できるよう心がけております。
今後とも宜しくお願いいたします。

〒813-0025
福岡市東区青葉 7丁目 6-1
TEL 092-674-5039

〒812-0061
福岡市東区筥松 3丁目 19-72
TEL 092-624-1055

★：水曜・土曜は9：00～13：00の診療となります

院長　秋吉　寿

整形部門の紹介
　福岡輝栄会病院が地域の救急・急性期医療を担う病院であるため、当院整形外科も開設以来、外傷をメイ
ンとした手術治療を得意としておりました。
　2021年４月からは脊椎外科担当医が、さらに７月からは関節外科担当医が新たに加わり、外傷外科、脊椎
外科、さらに関節外科と、整形外科領域の主要疾患に対応する体制が整いました。
　現在、整形外科メンバーは５名で、全員が日本整形外科学会整形外科専門医です。
　石黒 健也、神﨑 直人、緒方 淳也の３名は外傷外科と一般整形を、密川 守は脊椎外科を、そして濵 紳悟は
関節外科を得意としています。
　外傷については、できるだけ早期に手術を行い、早期治療・早
期リハビリを介して、一日でも早い社会復帰をめざしています。
　脊椎外科と関節外科については、患者様の病態や希望を取り
入れ、症例ごとに最適な治療を検討するように心がけています。
　整形部門は更に充実した医療体制で、皆様が安心して住みな
れた地域で生活を送れるようにお手伝いしてまいります。

①徳島県

②日本整形外科学会整形外科専門医

③ゴルフ

④継続は力なり

⑤7月よりお世話になります整形外科の濵紳悟と申します。整形外科とし

ては骨折などの外傷や変形性股関節症、変形性膝関節症による関節痛

に対する人工関節置換術をしています。痛みや動かしづらさのある方

は、是非ご相談ください。 整形外科
濵　紳悟　医師

①出身地 ②所属学会 ③趣味 ④座右の銘 ⑤ひとこと

※専門資格は、医療広告ガイドラインに基づき
広告可能な資格のみを掲載

　7月15日、久し振りに地域の公民館・集会所で出前講座を実施しました。今回は、ふれあいサロン光葉台
にお伺いし、日野言語聴覚士による「口から食べることを考える」をテーマに講演と、楠原理学療法士によ
る「脳トレ体操」を行いました。
　今後も感染状況次第にはな
りますが、開催時には感染防
止策を講じながら、みなさまと
楽しい時間を過ごせたらと思
います。

新 入 職 医 師 紹 介新 入 職 医 師 紹 介

近隣の医療機関のご紹介

出前講座
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脊椎外科・整形外科特集脊椎外科・整形外科特集
ＣＯＮＴＥＮＴS

地域と医療をつなぐコミュニケーションマガジン

TEL：092-681-3115
http://www.kieikai.ne.jp/

〒813-0044 福岡市東区千早4丁目14-40

2021年秋  号

R3.9.1現在福岡輝栄会病院 外来診療表 受付時間は診療終了時間の30分前までとなります。
【診療時間】 午前9：00～13：00／午後14：00～18：00

理事長外来

外科
(消化器・肛門・乳腺)

整形外科

骨粗しょう症外来

泌尿器科

形成外科

眼科

内科

消化器内科

糖尿病外来

循環器内科

総合診療部

健診科

脳神経外科
（９時３０分から

診察開始）

月 火 水 木 金 土 備考

金曜日の診察開始
14：30から

午後の受付時間
新患16:00

再診16:30まで

木曜の新患受付は
16:00まで

第5土曜日は
休診です

午後の受付時間
16:00まで

鈴木　聡 伊藤　理

野原　聡平 野原　聡平
野原　聡平 鈴木　聡

伊藤　理

阿部　悟朗

午後

午後

午後

阿部　悟朗 伊藤　理

密川　守
（第1～第4）

西村 中 (九大) 鈴木　聡

担当医

担当医 担当医

午前

午前

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午前 中村　吉孝 中村　吉孝 中村　吉孝

二又　泰彦山本　純也 川田　康誠 佐々木貴英 槇　研二 山本　純也

川田　康誠 山本　純也 二又　泰彦 山本　純也 川田　康誠 二又　泰彦

山本　純也 川田　康誠 佐々木貴英 槇　研二 二又　泰彦

石黒　健也 緒方　淳也 濵　紳悟 神﨑　直人 緒方　淳也濵　紳悟

神﨑　直人 石黒　健也 田浦　智之

せぼね外来
（予約優先）

野瀬　清孝 野瀬　清孝 野瀬　清孝 野瀬　清孝

九大担当医

九大担当医 九大担当医

九大担当医

山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二 山野辺裕二

山野辺裕二
（１６時から）

山野辺裕二
（１６時から）

山野辺裕二
（１６時から）

小柳　俊彰
（10時から） 山野辺裕二

（１６時から）

牧野　英一
（第2・第4）

藤光　和宏 大嶋　葉子 斉藤　憲人 徳山　隆 藤光　和宏 大嶋　葉子

大嶋　葉子 眞﨑　由子 眞﨑　由子 藤光　和宏 石川　司朗 川本真由美

富田　洋介 斉藤　憲人斉藤　憲人 藤光　和宏 藤澤　伸光

斉藤　憲人 担当医

白石　弘樹

富田　洋介 富田　洋介 森戸　清人 川本真由美 川本真由美 森戸　清人

大塚　頼隆 小山　卓 大塚　頼隆 小山　卓
（第2・第4）

小山　卓
（第1・第3・第5）

河野　通暁

河野　通暁
（第1・第3・第5）

河野　通暁
（第2・第4）

馬場　健吉 中村　吉孝 馬場　健吉 中村　吉孝

馬場　健吉

鈴宮　寛子 鈴宮　寛子 担当医 鈴宮　寛子 鈴宮　寛子 担当医

木村美嘉子 木村美嘉子 木村美嘉子 九大担当医

木村美嘉子

密川　守 密川　守 密川　守

密川　守




